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◉コモンな疾患を「深く診る」ことで診療能力は飛躍的にアップする！ 〔2016年9月〕

総合診療流！ 
Common Diseaseの掘り下げ方
〈著〉 高岸勝繁 ［京都岡本記念病院  一般内科（総合診療科）医長］

B5判・184頁・カラー・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4550-4

◆ コモンな疾患を深く調べると、日常診療に余裕ができ、隠れた
致命的な疾患、稀な疾患に気づく機会も増えます。

◉バイタルをとるコツがこの一冊で 〔2013年1月〕

Dr.徳田のバイタルサイン講座
〈著〉 徳田安春 ［地域医療機能推進機構（JCHO）本部顧問］

四六判・120頁・2色刷・定価（本体2,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-4337-1

◆  NHK「総合診療医 ドクターG」でもおなじみ、総合診療のカリ
スマ・Dr.徳田がバイタルの徹底活用法を伝授します！

◆ 「バイタルサインから、こんなこともわかるのか」と目からウロコ
が落ちること間違いなし。

◆ 設備が整っていない状況でバイタルをとるコツも満載！

こちらもおすすめ
◉目指せ！　世界最強の総合診療医！ 〔2014年8月〕

Dr.徳田のフィジカル診断講座
四六判・132頁・2色刷・定価（本体2,600円＋税）　ISBN 978-4-7849-4339-5

◉カリスマ総合診療医・Dr.徳田の人気シリーズ第3弾！ 〔2015年12月〕

Dr.徳田の診断推論講座
四六判・184頁・2色刷・定価（本体3,000円＋税）　ISBN 978-4-7849-4342-5

◉君はこれが診断できるか？　Dr.生坂の診断推論の手法を学べる一冊！ 〔2014年9月〕

外来診療の
Uncommon Disease
〈編著〉 生坂政臣 ［千葉大学医学部附属病院  総合診療科教授］

B5判・164頁・カラー・定価（本体4,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-5600-5

◆ “ややuncommon”“uncommon”“rare”の3段階のuncommon
度を付けて71症例を収載。
◆  Dr.生坂の診断推論の手法を学びつつ、症例の謎解きにチャレンジ！

◉EBMの実践を、生涯学習の武器に！ 〔2015年3月〕

名郷直樹の その場の1分、その日の5分
多忙な医師でもできるエビデンスの仕入れかた
〈著〉 名郷直樹 ［武蔵国分寺公園クリニック院長］

B5判・272頁・2色刷・定価（本体4,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4475-0

◆ 「その場の1分、その日の5分」は、疑問が起きた時点で1分間勉強し、その
日の仕事が終わったところでさらに5分間の勉強を追加、その結果をその場
その場で現場の患者に役立てていく、EBM実践方法の1つのあり方です。

◉面接医の実務を詳解！　現場で地雷を踏まないための入門書 〔2016年9月〕

ストレスチェック面接医のための
「メンタル産業医」入門
〈著〉 櫻澤博文 ［労働衛生コンサルタント・日本産業衛生学会指導医］

B5判・296頁・2色刷・定価（本体4,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4556-6

◆ 産業医資格を取得していない方や、メンタル疾患への対応が 
苦手な方でも、面接医として貢献できるよう、懇切丁寧に解説
した入門書。

◉メンタルヘルスの達人がストレスチェック実施者のストレスを解消！ 〔2016年6月〕

Dr.山本流
ストレスチェック完全攻略！
〈著〉 山本晴義 ［横浜労災病院  勤労者メンタルヘルスセンター長］

A5判・186頁・単色＋カラー付録・定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-3036-4

◆ 「ストレスチェックの上手な進め方」はもちろん、産業保健のプ
ロとしてワンランク上の指導を実施するための「ツール」や「コ
ツ」も紹介。産業医・産業保健スタッフ必携の一冊。

◉現代の産業医に求められる職務のすべてがこの一冊に！ 〔2016年3月〕

産業医ガイド　
基本管理業務からメンタルヘルスまで
〈編〉 日本産業衛生学会関東産業医部会
B5判・592頁・2色刷・定価（本体6,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-3042-5

◆ 様々な課題や悩みを抱えている産業医自らの危機管理をふまえ、
嘱託産業医にも専属産業医にも役立つ産業医活動のあるべき指
針を示したガイド。
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◉精神科以外の先生方に贈る“精神科診療のエッセンス” 〔2016年3月〕

プライマリケアのための
こころの診かた
〈著〉 宮内倫也 ［精神科医／名古屋大学大学院］

A5判・352頁・単色・定価（本体3,900円＋税）
ISBN 978-4-7849-4532-0

◆ メンタルな症状を訴える患者さんへの接し方、プライマリケアに
おける初期対応の原則を解説。

◉しつこい愁訴を抱えた患者さんから逃げない！ 〔2015年7月〕

心因性愁訴を極める
ジェネラリストのための実践的10症例
〈著〉 児玉知之 ［柏厚生総合病院内科］

A5判・240頁・2色刷・定価（本体3,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4490-3

◆ 動悸、喉の違和感、腹痛、頭痛、腰痛、めまい、不眠といった
ありふれた訴えから、心因性の要素をあぶり出し、間違いのない
初期治療を行うためのエッセンスを、この一冊にまとめました。
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◉西洋医のための漢方薬チョイス！ 〔2015年2月〕

実践ちょいたし漢方　増補版
〈著〉 新見正則 ［帝京大学外科准教授］

B5判・160頁・カラー・定価（本体3,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4466-8

◆ 漢方理論は一切出てきません。あくまで西洋医の立ち位置から、
治療手段のオプションとして漢方を取り扱います。

◉もの忘れ外来の名医が贈る「地域包括ケア時代の教科書」 〔2016年7月〕

かかりつけ医が
認知症・MCIを診る
〈著〉 藤井直樹 ［国立病院機構大牟田病院院長］

B5判・160頁・2色刷（一部カラー）・定価（本体3,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4544-3

◆ 診断・治療から患者への接し方、介護者へのサポート、自動車
運転問題への対応まで、かかりつけ医が本当に知りたい情報を
網羅。

◉プライマリケアで漢方を使えるようになりたい！ 〔2014年10月〕

ジェネラリストのための “メンタル漢方”入門
抗うつ薬・抗不安薬を使うその前に
〈著〉 宮内倫也 ［精神科医／名古屋大学大学院］

A5判・280頁・2色刷・定価（本体3,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4455-2

◆ 漢方ビギナーの先生方におくる「入門書の入門書」。難しい理論
はナシ。この本で漢方薬に親しんでください。

◉漢方医学の診断・治療プロセスまできっちり理解！ 〔2015年11月〕

新装版　
プライマリケア漢方
〈著〉 喜多敏明 ［辻中病院柏の葉漢方未病治療センター  センター長］

A5判・312頁・2色刷・定価（本体4,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-4262-6

◆  3段階の習熟度ごとの解説、さらに、わかりやすいと評判の著
者による講演動画とリンクさせることで、「漢方初心者」でも無
理なく学習・理解できます。

◉高齢認知症患者の9割は良くすることができます！ 〔新刊／2017年4月〕

明日から役立つ　
認知症のかんたん診断と治療
〈著〉 平川　亘 ［池袋病院  副院長／脳神経外科部長］

A5判・386頁・2色刷＋カラー巻末付録・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4580-1

◆ 脳外科医として救急対応にもあたる一方、毎日40人以上の 
認知症患者さんを診療する著者。同じ患者さんを長く診ること
で見えてきた認知症診療のコツをまとめました。

◉シリーズ第1弾のコウノメソッド入門書、待望の全面改訂!! 〔新刊／2017年3月〕

コウノメソッドでみる　
認知症診療　
〈著〉 河野和彦 ［名古屋フォレストクリニック院長］

B5判・306頁・2色刷（一部カラー）・定価（本体4,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4354-8

◆ この4年の進歩を反映して全面改訂。認知症専門医でないプラ
イマリケア医が、特殊検査なしに認知症を診断・治療する術が
詰まっています。
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◉よくある質問を集めて回答 〔2014年12月〕

コウノメソッドでみる　
認知症Q&A
〈著〉 河野和彦 ［名古屋フォレストクリニック院長］

B5判・292頁・2色刷・定価（本体4,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-4362-3

◆ コウノメソッドを診療に採り入れてみた方、採り入れてみたいと
思っている方の疑問に答える一冊です。

◉実際の処方をmg単位で公開 〔2013年11月〕

コウノメソッドでみる　
認知症処方セレクション
〈著〉 河野和彦 ［名古屋フォレストクリニック院長］

B5判・260頁・2色刷・定価（本体4,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-4359-3

◆ 典型例から難治例まで、70例以上の処方を紹介。同じような 
患者に遭遇したときに、処方すべきイメージが思い浮かぶよう
にしました。

◉認知症治療の新機軸　コウノメソッド決定版！ 〔2015年10月〕

コウノメソッド流　臨床認知症学
〈著〉 河野和彦 ［名古屋フォレストクリニック院長］

B5判・552頁・2色刷・定価（本体8,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4368-5

◆ 認知症の各病型を、アセチルコリン欠乏、ドパミン・アセチル
コリン欠乏、ドパミン過剰、ドパミン動揺・アセチルコリン欠乏、
小脳疾患、Treatable dementia、高齢者に多い認知度の低い認
知症、神経連絡不全、その他の認知症に分類して、体系的に解説。

◉シリーズ第5弾が登場！　認知症と神経難病の歩行を改善!! 〔新刊／2017年3月〕

コウノメソッドでみる　
認知症の歩行障害・パーキンソニズム
〈著〉 河野和彦 ［名古屋フォレストクリニック院長］

B5判・368頁・2色刷（一部カラー）・定価（本体5,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4570-2

◆ レビー小体型認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性
症、多系統萎縮症などでみられる歩行障害の治療法の詳細を 
まとめました。
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◉HIV感染者／AIDS患者の糖尿病はじめ長期合併症にどう対応するか！ 〔2014年8月〕

長期療養時代の
HIV感染症／AIDSマニュアル
〈編著〉 味澤　篤 ［東京都保健医療公社  豊島病院副院長］

B5判・268頁・2色刷・定価（本体6,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-5494-0

◆ 都立駒込病院30年間の診療エッセンスを結集し、専門医への相談時
期、よくみられるAIDS疾患／状態、検査、口腔ケア、曝露後予防な
ど、診療全体を通して必要な最新情報をわかりやすく解説しました。

◉食物アレルギー診療のメッカ・相模原流最新エビデンスでもう答えに迷わない！ 〔2016年6月〕

保護者からの質問に自信を持って答える
小児食物アレルギーQ&A
〈監修〉  海老澤元宏 ［国立病院機構相模原病院  臨床研究センター  アレルギー性疾患研究部  部長］

B5判・180頁・2色刷・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-5196-3

◆ 日常臨床の現場で食物アレルギー児の保護者から投げかけられ
る様々な質問に対して、具体的・簡潔に答える回答例と、最新
の文献・ガイドライン等に基づく解説をまとめたQ&A集。

◉あのHAPPYがパワーアップして帰ってきました！ 〔2016年7月〕

HAPPY！ こどものみかた　
〈編著〉 笠井正志 ［兵庫県立こども病院感染症科  科長］　ほか

A5判・392頁・2色刷・定価（本体4,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-4389-0

◆ 診察シーンを、人手などいろいろと制約のある「夜間」の章と、
検査などもしやすい「日中」の章に分けて解説しています。詳細
は「臓器別アプローチ」の章で学ぶ構成です。

◆ 徹頭徹尾、現場主義！
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◉予防接種の知識整理はこの一冊で 〔2015年4月〕

予防接種の現場で困らない
まるわかりワクチンQ&A
〈編著〉 中野貴司 ［川崎医科大学小児科教授］

A5判・424頁・2色刷・定価（本体4,600円＋税）
ISBN 978-4-7849-4471-2

◆ なかなかガイドライン通りにいかない予防接種。現場の様々な
疑問に答えるべく、129のQuestionを収載しました。最近の
予防接種に関する推移をこの一冊で整理できます。

◉先生に教えてもらって、呼吸器が好きになりました！ 〔2015年4月〕

レジデントのための 
やさしイイ呼吸器教室　
ベストティーチャーに教わる全27章
〈著〉 長尾大志 ［滋賀医科大学呼吸器内科講師］

B5変型判・512頁・2色刷・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4373-9

◆ 講義や実習で指導を行う中で見えてくる「みんながつまずくポイン
ト」を、著者ならではのティーチングセンスでわかりやすく解説。
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◉あッ、そういうことだったのか…目からウロコの入門書 〔2014年4月〕

レジデントのための 
やさしイイ胸部画像教室
ベストティーチャーに教わる胸部Ｘ線の読み方考え方
〈著〉 長尾大志 ［滋賀医科大学呼吸器内科講師］

B5判・288頁・カラー・定価（本体4,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4420-0

◆ ベストティーチャー賞受賞の著者が、胸部Ｘ線とCTの読み方を
「わかりやすさ最優先」でお教えします。

◉みんながつまずく“苦手ポイント”をていねいに解説 〔2016年4月〕

やさしイイ血ガス・呼吸管理
ベストティーチャーに教わる
人工呼吸管理の基本と病態別アプローチ
〈著〉 長尾大志 ［滋賀医科大学呼吸器内科講師］

B5変型判・224頁・カラー・定価（本体4,000円＋税）
ISBN978–4–7849–4538-2

◆ 呼吸生理の基礎から人工呼吸の原理まで、ステップ・バイ・ス 
テップでマスター。

◉喘息で苦しむ患者さんをドンピシャの治療で救いたい医師に贈る！ 〔2016年4月〕

気管支喘息バイブル
成人気管支喘息を診療するすべての人へ
〈著〉 倉原　優 ［独立行政法人国立病院機構  近畿中央胸部疾患センター内科］

B5判・272頁・2色刷・定価（本体4,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-5700-2

◆ 成人気管支喘息の診断から治療・管理までのすべてがわかる 
「フルコース」メニュー。もちろん「メインディッシュ」は喘息 
治療薬の上手な使い方！

◉今シーズンの最新情報がまるわかり！ 〔2016年10月〕

インフルエンザ診療ガイド
2016–17
〈編著〉 菅谷憲夫 ［けいゆう病院小児科／感染制御、慶應義塾大学医学部客員教授］

B5判・250頁・2色刷・定価（本体3,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-5477-3

◆ 経鼻生ワクチンは診療に取り入れるべきか？　最新の迅速診断
キットの感度・特異度はどのくらいか？　抗原変異の状況は？　
─臨床現場の疑問に答える一冊です。

◉大反響を呼んだあの「マニュアル」が大幅バージョンアップ！ 〔新刊／2017年2月〕

かぜ診療マニュアル　
〈編著〉 山本舜悟 ［神戸大学医学部附属病院感染症内科］

A5判・416頁・2色刷・定価（本体4,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4401-9

◆ 大反響を呼んだ『かぜ診療マニュアル』がついに改訂！ 前版から
150頁増の大幅バージョンアップです。

◆ “かぜ”の分類に新たに「関節痛型」を加え、知って得する内容を
「アドバンストレクチャー」として追加しました。
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◉生活習慣病の病態から最新知識までを網羅 〔2013年7月〕

健診・健康管理専門職のための
新セミナー生活習慣病
〈著〉 田中　逸 ［聖マリアンナ医科大学内科学（代謝・内分泌内科）教授］

B5判・176頁・2色刷・定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-5397-4

◆ 大好評を博した前書「セミナー生活習慣病」の内容を再吟味し、
最新の情報を元に、加筆・修正を加え、日常業務や学習の参考
にして頂けるよう装いも新たに登場です。

◉2型糖尿病患者指導のヒントが満載！ 〔2014年9月〕

糖尿病管理に携わるすべての人のための
セミナー糖尿病アドバイス
〈著〉 田中　逸 ［聖マリアンナ医科大学内科学（代謝・内分泌内科）教授］

A5判・152頁・2色刷・定価（本体2,300円＋税）
ISBN 978-4-7849-5606-7

◆ 疾患の基礎知識とそれをふまえた患者・家族への日常生活のア
ドバイスを、筆者の豊富な臨床経験をもとに総合的に編集。

◆ 巻末には簡単な野菜料理のレシピも掲載。

◉糖尿病診療のプロがエビデンスを志向し、たどり着いた答がここに！ 〔2014年5月〕

糖尿病食事療法の選択肢を増やす
「緩やかな糖質制限」ハンドブック
〈編著〉 山田　悟 ［北里大学北里研究所病院  糖尿病センター長］

B5判・106頁・2色刷・定価（本体3,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4426-2

◆ 食事療法は継続こそ重要！　糖尿病専門医が、カロリー制限で
脱落してしまった患者さんの「二の矢」をあきらめず模索し続け
た結果たどり着いたのが「緩やかな糖質制限」です。

◉待望の改訂版出来！　まさに“皮膚科診療の宝石箱” 〔新刊／2017年3月〕

診療所で診る 皮膚疾患　
〈著〉 中村健一 ［おゆみの皮フ科医院  院長］

A4判・300頁・カラー・定価（本体7,500円＋税）　
ISBN 978-4-7849-5189-5

◆ 疾患解説では近年罹患数が急増し問題になっている「梅毒」を追加
したほか、新薬が登場し治療が大きく変わった「ざ瘡」「爪白癬」「帯
状疱疹」などを中心に内容をリニューアル。初版で好評だった、
鑑別疾患の「そっくりさん写真集」もわかりやすく改訂しました。

第2版

◉読み過ぎちゃうと読めなくなるんです 〔新刊／2017年2月〕

深読みしない　
Dr.田宮＆Dr.村川の心電図ディスカッション
〈著〉 田宮栄治 ［社会医療法人社団順江会江東病院 副院長／循環器内科部長］

 村川裕二 ［帝京大学医学部附属溝口病院  第4内科・中央検査部教授］

B5判・184頁・2色刷・定価（本体4,500円＋税）　
ISBN 978-4-7849-4285-5

◆ 一生懸命心電図を読もうとしているのに読めない!?　そんな前の
めりの方々に贈る、読み過ぎない心電図の読み方が学べる一冊。

◉大好評書『診療所で診る皮膚疾患』の第二弾 〔2015年7月〕

診療所で診る 子どもの皮膚疾患
〈著〉 中村健一 ［おゆみの皮フ科医院  院長］

A4判・264頁・カラー・定価（本体7,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-5192-5

◆ 各種疾患の対処法を貴重な写真を添えて詳述。厳選された疾患
解説で、日常診療の実態に沿った実践書となっています。

◆ 小児皮膚診療で重要となる保護者への説明についても多くの
ページを割きました。

◉すぐに循環器科をコールすべきか、しばらく様子を見ても大丈夫か… 〔2015年1月〕

上級医がやっている
危ない心電図の見分け方
〈著〉 築島直紀 ［健和会大手町病院副院長］

B5判・362頁・2色刷・定価（本体5,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4460-6

◆ 胸痛／動悸の患者さんが来たら、まずは緊急性の有無を判断し
なければなりません。心電図のどこを見て、どう動けばよいのか、
上級医の思考過程を解説します。

◉基本からわかりやすくしっかり学べる心電図判読のための解説書 〔2015年4月〕

新装版 心電図免許皆伝
心電図の読みかた・考えかた
〈著〉 小沢友紀雄 ［MJG心血管研究所所長］

B5判・220頁・口絵カラー・定価（本体4,100円＋税）
ISBN 978-4-7849-4221-3

◆ 前版の内容に最近の動向や新しい所見も加え再構成。心臓突然死
と関連する諸症候群、いわゆるイオンチャネル病や、他の検査で
診断困難な不整脈などの心電図の基本的な読み方についても解説。

◉症例から学ぶ問題事例の解決法！ 〔2014年12月〕

循環器疾患
治療過程で遭遇する諸問題の解決法
〈編〉 代田浩之 ［順天堂大学大学院医学研究科  循環器内科学  教授］

B5判・424頁・2色刷・定価（本体6,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-4288-6

◆ 循環器疾患の治療に際し、対処が難しい状況やイレギュラーな
事態に焦点を当て、実地臨床上重要な「諸問題」の解決法につい
て解説します。

◉1万人以上の診療経験に基づく廣田流診断・治療法の集大成 〔新刊／2017年4月〕

正しいリンパ浮腫の診断・治療
〈著〉 廣田彰男 ［広田内科クリニック院長］

B5判・258頁・カラー・定価（本体5,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4585-6

◆  40余年にわたり1万人以上の患者を診察してきた「リンパ浮腫
専門」医が贈る渾身の一冊。廣田流診断・治療法の集大成！

◆ リンパ浮腫と間違われやすい低蛋白性浮腫や廃用性浮腫など終
末期の浮腫との鑑別について詳説しています。
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◉胃がん対策の最前線！ 〔2015年10月〕

血清ABC検診で  内視鏡で  X線で
胃炎をどうする？
─検診から対策まで─
〈編〉 三木一正 ［認定NPO法人日本胃がん予知・診断・治療研究機構理事長］

B5判・248頁・カラー・定価（本体4,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4500-9

◆ 胃がん撲滅のために、予知や予防に重きをおいたこれからの対
策を一冊にまとめました！

◉保険診療を基本とした最新のピロリ診断・治療法がカンペキにわかる！ 〔2015年10月〕

ピロリ除菌治療
パーフェクトガイド
〈編著〉 榊　信廣 ［公益財団法人早期胃癌検診協会理事］

B5判・196頁・2色刷・定価（本体4,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4495-8

◆ 最新のデータ・エビデンスを示しつつ、保険診療に沿ったピロ
リ除菌治療について詳述。保険適用外となるのはどのような場
合かもわかりやすく解説しています。

◉すべてのコロノスコピストが目指す究極の挿入法 〔2014年7月〕

カール先生の 大腸内視鏡挿入術
［Non-loop法］の挿入理論とテクニック
〈著〉 軽部友明 ［軽部病院］

B5判・208頁・カラー・定価（本体7,800円＋税） 【DVD付】
ISBN 978-4-7849-4431-6

◆ ループを作らず、腸管をたわませずにスコープを進める「Non-
loop法」の極意をあますところなく公開。患者さんに優しく、
かつ安全性の高い検査を目指すコロノスコピスト必読の一冊です。

◉超音波検査に従事されるすべての医療者必携の一冊 〔2015年3月〕

できるゾ 読めるゾ 腹部エコー　
〈監修〉 朝井　均 ［大阪教育大学名誉教授］
　〈著〉 中村　滋 ［長吉総合病院臨床検査科］

AB判・372頁・カラー・定価（本体6,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4048-6

◆ 腹部に存在する代表的な疾患を、実際の超音波画像をもとに 
解説。カラーシェーマと立体的なボディマークにより、超音波
断層図がどこを表しているのかが初心者でも一目でわかります。

第2版

◉患者さんごとの治療戦略を考える実践的症例集 〔2013年10月〕

IBD診療ケーススタディ
症例から学ぶ炎症性腸疾患の治療戦略
〈編〉 日比紀文 ［北里研究所病院炎症性腸疾患先進治療センター］　ほか

B5判・272頁・カラー・定価（本体5,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4382-1

◆ 潰瘍性大腸炎、クローン病、それぞれ20症例を提示。診療上
の課題をどのように解決していくか、症例ごとの治療戦略を 
考えるケーススタディ。

◉“すぐ役立つ”内分泌機能検査マニュアルの決定版 〔新刊／2017年2月〕

内分泌臨床検査マニュアル
〈編著〉 肥塚直美 ［東京女子医科大学 理事／名誉教授］

B5判・288頁・2色刷（一部カラー）・定価（本体5,600円＋税）　
ISBN 978-4-7849-5545-9

◆ ロングセラー『最新内分泌検査マニュアル』の新装改訂版。検査
各論では、その疾患の診断に必要な検査項目を列挙、次いで検
査の実際のやり方と解釈を注意事項を交えて解説しています。
緊急時に役立つ内分泌疾患の治療マニュアルも収載。

◉インスリン療法虎の巻！ 〔2014年5月〕

インスリン療法最前線　
2型糖尿病へのアプローチ
〈監修〉 河盛隆造 ［順天堂大学特任教授／大学院スポートロジーセンター  センター長］

B5判・240頁・2色刷・定価（本体5,300円＋税）
ISBN 978-4-7849-5389-9

◆  2型糖尿病へのインスリン療法の実際を詳述。様々なインスリ
ン製剤と経口薬の併用について症例をもとに解説。実地医家に
よる外来でのインスリン療法導入のすべてを網羅した一冊です。

第3版

◉やせているのにメタボ？！　日本人のメタボを考える上で欠かせない一冊 〔2014年5月〕

異所性脂肪　
メタボリックシンドロームの新常識
〈編〉 小川佳宏 ［東京医科歯科大学糖尿病・内分泌・代謝内科教授］

菊判・144頁・カラー・定価（本体3,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-5464-3

◆ ◆ 異所性脂肪の蓄積メカニズムと、メタボリックシンドロームと
の関わりを最新の研究にもとづいて解説しました。

◆ 特定健診・特定保健指導に関わる方々も必読の一冊です。

第2版

◉ここまで変わった！　DAA時代の新たな治療戦略 〔2015年4月〕

【改訂新版】 C型肝炎最前線　
新世代のDAAsをどう使うか
IFNの使い方はどう変わるか
〈編〉 鈴木通博 ［聖マリアンナ医科大学教授］／四柳　宏 ［東京大学准教授］

A5判・208頁・2色刷・定価（本体4,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4480-4

◆  C型肝炎のインターフェロン療法を確立した飯野四郎先生の 
名著を、第一線の研究者らが改訂。

第5版

◉専門医の匙加減を余すところなく開陳！ 〔2016年2月〕

まずはこうする！ 次の一手はこれだ！
糖尿病治療薬最新メソッド　
〈監修〉 弘世貴久 ［東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野  教授］

A5判・344頁・2色刷・定価（本体4,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-5407-0

◆ 糖尿病患者さんの病態は千差万別。ますます増える治療選択肢
から何をチョイスすればよいのか、患者パラメータで切って 
解説しました！

第2版
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◉神経診察を日常診療で使える“技”にする！ 〔2016年9月〕

シーン別 神経診察　
こんなときに診る・使う
〈著〉 塩尻俊明 ［総合病院国保旭中央病院  総合診療内科部長］

B5判・200頁・カラー・定価（本体5,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-5492-6

◆ 診察室でのシーン別に神経徴候をキーワード化。その神経徴候
をきたす疾患を頻度と緊急度に応じてリスト化し、その疾患に
特異的な問診と神経診察を豊富なイラストと共にまとめました。

第2版

◉「耳鼻科に強い総合医」をめざす先生方へ 〔新刊／2017年3月〕

プライマリケアで一生使える 耳鼻咽喉科診療
〈著〉 高橋優二 ［社会医療法人春回会  井上病院  総合内科部長］ほか

B5判・202頁・カラー・定価（本体4,500円＋税）　
ISBN 978-4-7849-4595-5

◆ 遭遇頻度の高い50疾患を取り上げ、どこまで治療すべきか、緊
急性の判断をどうするのか、どの時点で耳鼻咽喉科医に紹介す
るべきなのか、転送までに何をすべきか、紹介できない時には
どんな対応が可能なのかをまとめました。

◉NGな対応・OKな対応を知って説明上手になる！ 〔新刊／2017年3月〕

はじめてのてんかん・けいれん診療
上手な説明・コンサルテーションの仕方
〈編著〉 小出泰道 ［小出内科神経科副院長／淀川キリスト教病院小児科］

A5判・160頁・2色刷・定価（本体3,600円＋税）
ISBN 978-4-7849-4566-5

◆ 著者らが非専門医、および、患者さんや家族からよく受ける質
問をまとめ、間違いがちな対応／望ましい対応を解説しました。

◉日常臨床を一歩進める！　明日から使える秘策が満載！ 〔新刊／2017年4月〕

患者さん中心でいこう ポリファーマシー対策
意思決定の共有と価値観に基づく医療の実践
〈編著〉 宮田靖志 ［愛知医科大学医学部地域医療教育学寄附講座教授］

 矢吹　拓 ［独立行政法人国立病院機構栃木医療センター内科医長］

A5判・320頁・2色刷・定価（本体3,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4600-6

◆ 明日からすぐに使えるポリファーマシー対策の秘策がギュッと
詰まった一冊です！

◉臨床現場での「耳学問」があなたのER診療をサポート！ 〔新刊／2017年4月〕

ER必携 救急外来Tips 1121
〈著〉 山本基佳 ［相澤病院  卒後臨床研修センター  副センター長／救命救急センター  副センター長］

B6判・304頁・2色刷・定価（本体3,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4605-1

◆ 各項目は1～2行ほどの箇条書き、豊富な索引とともにパッと
読んですぐに活かせる「耳学問」のエッセンスが満載。各診療科
における診察・診断・手技・治療から、患者対応・専門科コン
サル・院内マナーにいたるまで、網羅的かつ簡潔にまとめました。

◉現場救急医のナマの声！ 〔新刊／2017年3月〕

君ならどうする！？ ER症例に学ぶ救急診療の思考プロセス
〈編著〉 薬師寺泰匡 ［岸和田徳洲会病院 救急科 医長］
　〈著〉 EM Alliance教育班
B5判・224頁・2色刷（一部カラー）・定価（本体3,900円＋税）
ISBN 978-4-7849-4575-7

◆ 実際のER症例をもとに、「自分ならその患者さんにどう対応す
るか？」とweb上で医師にアンケートをとり、現場の意見に応
える形で疾患解説を行っています。

◉各疾患のエキスパート達が現場の10年選手“R35”に贈る、救命救急のコツとワザ 〔新刊／2017年3月〕

救命救急・集中治療エキスパートブック R35
〈編〉 三宅康史 ［帝京大学医学部  救急医学  教授／同附属病院  高度救命救急センター長］

A5判・368頁・2色刷（一部カラー）・定価（本体5,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4590-0

◆ ある分野のエキスパートであっても、それ以外の最新の知見に
ついては多忙ゆえにどうしても遅れをとってしまいがちなところ
をしっかり網羅。各疾患・分野のトップランナーが結集し、
Q&A形式で解説しています。

◉救急診療で必要な小外科処置を幅広く収載！　いざというときにこの一冊 〔2014年11月〕

これ一冊で 小外科、完全攻略
持っててよかった！
〈編著〉 許　勝栄 ［Guam Memorial Hospital, Emergency Department］

B5判・272頁・カラー・定価（本体5,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4450-7

◆ 執筆陣の経験に裏打ちされた知識と知恵が各項目にぎっしりと
つまっており、救急外来の現場で働く医師、特にこれから経験
を積んでいく若い医師にとって、実用的なテキストです。

◉M&M事例からエラー回避のポイントを読み解く！ 〔2014年5月〕

エラー回避の思考回路を鍛える！
麻酔科M&M症例ファイル
仲間のエラーは皆の宝！
〈編著〉 髙田真二 ［帝京大学医学部麻酔科学講座／医学教育センター准教授］

B5判・282頁・2色刷・定価（本体4,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-6222-8

◆ これは自分の症例 !? と錯覚するくらい、起こりがちなエラー 
（インシデント事例）を集めました。

◉在宅医療を志す、すべての医師に贈る一冊 〔2014年2月〕

家庭医療学  老年医学  緩和医療学の
3領域からアプローチする 在宅医療バイブル
〈編著〉 川越正平 ［あおぞら診療所院長］

B5判・626頁・2色刷・定価（本体6,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4407-1

◆  2016年4月の診療報酬改定でも在宅医療関連の点数が拡大！　
在宅医療を実践する医師・多職種の「座右の書」としてご活用く
ださい。
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◉初版発行以来、四半世紀のロングセラー 〔2015年11月〕

麻酔への知的アプローチ　
〈著〉 稲田英一 ［順天堂大学医学部麻酔科学・ペインクリニック講座教授］

A5判・720頁・単色・定価（本体5,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-6211-2

◆ 実践的であること、安全を最優先したものであること、できる
だけevidenceに基づくこと、そして情熱をもって麻酔を考え
ること─。初版刊行以来、この著者の姿勢にブレはありません。

第9版

◉第一線のオンコロジストが汎用レジメンの使いこなしを一挙解説！ 〔2016年11月〕

消化器がん
化学療法レジメンブック　
〈編著〉 室　圭 ［愛知県がんセンター中央病院薬物療法部長／外来化学療法センター長］

B5判・418頁・2色刷・定価（本体5,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-5489-6

◆ レジメン・有害事象・Q&Aの3部構成。各レジメンに症例を収
載し、治療継続のネックになる有害事象への対策もupdate。
Q&Aでは現時点でのベストチョイスを提示しました。

第3版

◉厄介な痛みにどう対処するか…実践的入門書 〔2016年2月〕

慢性疼痛の認知行動療法
“消えない痛み”へのアプローチ
〈編〉 伊豫雅臣 ［千葉大学教授（精神医学）］　ほか

A5判・162頁・単色・定価（本体2,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4527-6

◆ 慢性腰痛をはじめとして、術後遷延する痛み、神経ブロックが
効かない手足の痛みなど、様々な症例を紹介。患者さんとのセッ
ションの模様を交えながら、具体的なアプローチの方法を解説。

◉ペインクリニシャンを目指す方々必携の一冊 〔2013年7月〕

ペインクリニック診断・治療ガイド
痛みからの解放とその応用　
〈監修〉 大瀬戸清茂 ［東京医科大学麻酔科学講座教授］

B5判・648頁・口絵カラー・定価（本体8,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-6074-3

◆ 神経ブロックおよび薬物療法の役割を理解し、診断することを
重視。それをふまえ、患者に応じた実際的・多面的な治療法を
組み合わせて対応することをめざした書籍です。

第5版

◉静がん感染症内科に蓄積されたノウハウが待望の書籍化！ 〔2016年8月〕

がん診療に携わる人のための
静がん感染症治療戦略
〈編著〉 伊東直哉 ［静岡県立静岡がんセンター感染症内科］
〈編著〉 倉井華子 ［静岡県立静岡がんセンター感染症内科部長］

A5判・264頁・2色刷（一部カラー）・定価（本体5,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-5634-0

◆ 「感染症治療のロジック」を実際の症例に適用し解説することで、
診断から治療に至るあらゆる疑問に答えます。

◉癌の栄養指導に必携の一冊！ 〔2016年9月〕

癌と臨床栄養　
〈編著〉 丸山道生 ［医療法人財団緑秀会  田無病院  院長］

B5判・280頁・2色刷・定価（本体4,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4276-3

◆ 癌細胞自身から担癌生体全体までの3次元の空間的因子、癌の
発生から末期的状態に至るまでの時間的因子、すべてを網羅的
にまとめた癌に関する基礎から臨床に至る代謝栄養の教科書。

第2版

◉静がんならではの経験的ポイントを公開

静がんメソッド
静岡がんセンターから学ぶ最新化学療法＆有害事象マネジメント
〈シリーズ監修〉 安井博史 ［静岡県立静岡がんセンター副院長／消化器内科部長］ B5判・2色刷
◆ 患者さんの状態や背景がさまざまで「この治療法を」という“正解”が存在しない癌化学療
法。本書は、静がん（静岡県立静岡がんセンター）での経験則から、治療選択の注意点
や有害事象対策のポイントを解説。EBMを根幹としつつ、EBMだけではカバーしきれ
ない、実臨床から得られた経験的ポイントを惜しげもなく公開しています。

消化器癌編 〔2016年2月〕
〈編著〉 安井博史 ［静岡県立静岡がんセンター副院長／消化器内科部長］

 小野澤祐輔 ［静岡県立静岡がんセンター原発不明科部長］

424頁・定価（本体5,700円＋税）　ISBN 978-4-7849-5610-4

肺癌編 〔2016年2月〕
〈編〉 高橋利明 ［静岡県立静岡がんセンター呼吸器内科部長］
368頁・定価（本体5,500円＋税）　ISBN 978-4-7849-5613-5

＊ 表紙のイメージは静岡がん 
センターロゴマークです 乳癌編 〔2016年2月〕

〈編著〉 西村誠一郎 ［静岡県立静岡がんセンター乳腺外科部長］

 渡邉純一郎 ［静岡県立静岡がんセンター女性内科医長］
176頁・定価（本体4,500円＋税）　ISBN 978-4-7849-5616-6

婦人科癌編 〔2016年2月〕
〈編〉 平嶋泰之 ［静岡県立静岡がんセンター婦人科部長］
124頁・定価（本体4,200円＋税）　ISBN 978-4-7849-5619-7

血液腫瘍編 〔2016年3月〕
〈編著〉 池田宇次 ［静岡県立静岡がんセンター血液・幹細胞移植科部長］
244頁・定価（本体5,400円＋税）　ISBN 978-4-7849-5622-7

泌尿器癌編 〔2016年6月〕
〈編著〉 庭川　要 ［静岡県立静岡がんセンター泌尿器科部長］
124頁・定価（本体4,400円＋税）　ISBN 978-4-7849-5625-8

整形外科領域腫瘍編 〔2016年9月〕
〈編著〉 片桐浩久 ［静岡県立静岡がんセンター整形外科部長］

 石田裕二 ［静岡県立静岡がんセンター小児科部長］
130頁・定価（本体4,500円＋税）　ISBN 978-4-7849-5628-9

皮膚癌編 〔2016年9月〕
〈編〉 清原祥夫 ［静岡県立静岡がんセンター皮膚科部長］
84頁・定価（本体4,200円＋税）　ISBN 978-4-7849-5631-9
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◉マンモグラフィ講習会受講者の必携テキスト 〔2016年3月〕

マンモグラフィによる乳がん検診の手引き
─精度管理マニュアル─　
〈監修〉 精度管理マニュアル作成に関する委員会 
〈編著〉 大内憲明 ［東北大学大学院教授］

B5判・208頁・2色刷・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4214-5

◆ 本書はNPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構（精中機構）
の利用教材です。

第6版

◉「乳房一次再建術」解説書の決定版 〔2015年12月〕

がん研有明病院 乳房一次再建術
根治的、整容的な乳癌治療をめざして
〈編著〉 澤泉雅之 ［がん研究会有明病院  形成外科  部長］

A4判・296頁・カラー・定価（本体12,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-6231-0

◆  1,000件を超す症例数で、国内を大きくリードするがん研有明
病院の方法論を惜しげもなく開陳しています。

◉膠原病診療の王道を示す究極の実践書 〔2013年2月〕

膠原病診療ノート　
症例の分析　文献の考察　実践への手引き
〈著〉 三森明夫 ［岩手県立中央病院参与  腎臓リウマチ科］

B5判・624頁・単色・定価（本体5,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-5344-8

◆ 最新・最先端の知見を踏まえた実践的治療のノウハウを余すところ
なく記述。病態の推移に対応し、的確な治療を選択していく上でポ
イントとなる事項を網羅しつつ、簡潔に要点をまとめあげています。

第3版

◉7年ぶりの全面改訂！ 〔2016年8月〕

造血器腫瘍アトラス　
形態、免疫、染色体から分子細胞治療へ 
〈編著〉 谷脇雅史 ［京都府立医科大学名誉教授／分子診断・治療センター特任教授］　ほか

AB判・880頁・カラー・定価（本体18,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4082-0

◆  WHO分類2016年版の知見にも対応し、ゲノム研究、免疫
チェックポイント阻害薬や遺伝子改変T細胞療法の開発など、
ますます進歩する血液学の臨床と基礎をすべて網羅しています。

第5版

◉実例に密着した討議と文献情報で徹底考察 〔新刊／2016年11月〕

膠原病徹底考察ガイド
難治症例とその対策
〈編著〉 山下裕之 ［国立国際医療研究センター膠原病科医長］

B5判・496頁・2色刷・定価（本体7,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-5650-0

◆ 著者一人ひとりが難治症例を検討し、数百の論文情報でまさに
徹底考察することで、それぞれの経験を総決算して作り上げた、
『膠原病診療ノート』とは違った視点の実用書となっております。

◉術後眼内炎発症ゼロの手法を伝授！ 〔新刊／2017年1月〕

術後眼内炎パーフェクトマネジメント
〈著〉 島田宏之 ［日本大学医学部眼科教授］

 中静裕之 ［日本大学医学部眼科准教授］

B5判・104頁・カラー・定価（本体5,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-6235-8

◆ 術後眼内炎は重篤な手術合併症であり、適切な治療を行っても
最終視力は不良です。本書は、抗菌薬を使用せずにポビドン 
ヨードで「術野を一時的に無菌化」させる方法を紹介。

◉眼科医必携の一冊！ 〔2015年4月〕

カラーアトラス 眼底図譜　
〈著〉 湯澤美都子 ［日本大学医学部眼科教授］

 川村昭之 ［日本大学医学部眼科兼任講師］

AB判・408頁・カラー・定価（本体11,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-6019-4

◆ およそ1 ,000点の写真を収載。昨今ますます注目が高まってい
る黄斑疾患はじめ、網膜、視神経乳頭、高血圧、糖尿病など眼
底所見が重要な疾患を網羅しています。

第6版

◉黄斑疾患診療のメッカが総力を挙げてまとめた一冊 〔2016年3月〕

実践 黄斑疾患
〈編著〉 湯澤美都子 ［日本大学医学部眼科教授］

AB判・344頁・カラー・定価（本体11,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-6227-3

◆ 近年、目覚ましい進歩をみせている「黄斑疾患」の診断・治療を
網羅。現時点でコンセンサスの得られているものを重点的に解
説しています。年間紹介患者数4 ,000名を超える日本大学病院
眼科の総力を挙げた一冊です。

◉下肢静脈瘤血管内焼灼術を実践的にわかりやすく解説 〔2016年3月〕

下肢静脈瘤血管内焼灼術
レーザーおよび高周波焼灼術　
〈著〉 広川雅之 ［お茶の水血管外科クリニック院長］

A4判・272頁・カラー・定価（本体12,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-6201-3

◆ 新たに下肢静脈瘤血管内治療を始める医師が基本的な知識と手
技をマスターするために必携の一冊です！　初心者が悩むに違
いない様々な問題を想定、その回答が丁寧に示されています。

第2版

◉転倒予防に関する初の学会公式テキスト！ 〔2016年10月〕

転倒予防白書2016
〈監修〉 日本転倒予防学会
　〈編〉 武藤芳照 ［日体大総合研究所所長］ほか

B5判・272頁・2色刷・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-6168-9

◆ 転倒・転落に関する統計、疫学、制度面から、患者指導、施設
整備、リスク評価、運動療法などの臨床面までを網羅。転倒予
防にかかわる全ての人、必携の一冊。
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◉国内患者約1000万人　膝OAへの対応をこの一冊で 〔2014年5月〕

変形性膝関節症の運動療法ガイド
保存的治療から術後リハまで
〈編著〉 千田益生 ［岡山大学病院総合リハビリテーション部部長／教授］

B5判・226頁・2色刷・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-6152-8

◆ 病理・疫学から診断、運動療法、薬物・物理療法、手術的治療
まで、変形性膝関節症の知識を網羅しました。

◉わが国初の薬毒物・総合データベース　診療・分析関係者、待望の一冊！ 〔2014年11月〕

薬毒物情報インデックス
〈監修〉 鈴木　修 ［浜松医科大学理事・副学長］

 大野曜吉 ［日本医科大学大学院  医学研究科  法医学分野  教授］　ほか

110×182mm・784頁・2色刷・定価（本体7,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-4151-3

◆ 中枢神経作用薬、農薬、自然毒、規制薬物・危険ドラッグの構造、
物性、分析基本情報、マススペクトルデータ、中毒症状、薬理
作用、薬物動態、治療・中毒濃度などがこの一冊に凝集。

◉損をしない相続・事業承継、まずは何から始めればいい？ 〔2016年8月〕

Dr.のための 相続・事業承継ガイドブック
今日から始めるハッピーリタイアの準備
〈著〉 益子良一 ［税理士法人コンフィアンス代表社員税理士／専修大学法学部講師］

A5判・154頁・2色刷・定価（本体2,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-5583-1

◆ 今現在、子どもや後継者への相続・事業承継を考えている先生から、
若いうちに将来への準備を進めておきたい先生、さらには相続を
受ける立場の先生まで、立場に応じて参照できる便利な一冊です！

◉レセプトの請求モレはありませんか？　110のポイントをチェック！ 〔2016年6月〕

Dr.のための「知ってトクする」
診療所 レセプトQ&A110
〈著〉 長面川さより ［株式会社ウォームハーツ  代表取締役］

A5判・324頁・2色刷・定価（本体3,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4311-1

◆ 平成28年4月に改定された診療報酬に準拠して、見過ごしがち
な「請求モレ」を防ぎ、正しい算定方法で報酬を請求するための
ポイントを網羅。

◉指導・監査のプロが教える300のチェックポイント 〔2015年10月〕

元指導医療官が指南
保険医のための保険診療講座
〈著〉 工藤弘志 ［元厚生労働省近畿厚生局指導医療官／特定医療法人社団順心会］

A5判・148頁・2色刷・定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4505-4

◆ 指導・監査する側を経験したドクターが、現場に寄り添って押
さえるべきポイントを教えます。保険診療の仕組みや指導・監
査の実際の流れについてもわかりやすく解説。

◉残る医院と消える医院、どこが違う？ 〔2013年7月〕

診療所経営の教科書
院長が知っておくべき数値と事例
〈著〉 小松大介 ［株式会社メディヴァ・コンサルティング事業部］

B5変型判・194頁・カラー・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4377-7

◆ 激変する医療環境の中で、自院が10年後、20年後も生き残る
ためにはどうすればよいか？　患者動向、医療機関の動向等、
詳細な市場分析と将来予測に基づく「診療所の生き残り戦略」。

◉「選ばれる病院」になるための経営戦略 〔2015年10月〕

病院経営の教科書
数値と事例で見る中小病院の生き残り戦略
〈著〉 小松大介 ［株式会社メディヴァ・コンサルティング事業部］

B5変型判・330頁・カラー・定価（本体4,600円＋税）
ISBN 978-4-7849-4510-8

◆ ぎりぎりの経営を強いられている中小病院をサポートし、その
復活の過程に携わってきた著者の体験から生まれた実践的テキ
スト。経営改善のノウハウがこの一冊に詰まっています。

◉医療事故調査制度など直近の法令改正に対応 〔新刊／2016年10月〕

事例別医事法Q&A　
〈著〉 高田利廣 ［高田・小海法律事務所］

 小海正勝 ［高田・小海法律事務所］

A5判・352頁・2色刷・定価（本体4,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-7044-5

◆ どこからでも読める計137問のQ&Aに、関連コラム46件をプ
ラス。医療現場の具体例に基づいた解説により、医療と法律の
関係が１つの「場面」として理解できるよう工夫されています。

第6版

◉医療現場のクレーム対応に今すぐ使える74事例！ 〔2015年10月〕

もつれない 患者との会話術
させない！ つくらない！ モンスターペイシェント
〈編著〉 大江和郎 ［東京女子医科大学附属成人医学センター  前事務長］

B5変型判・276頁・2色刷・定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-5457-5

◆ 実際に医療現場に寄せられたトラブルの事例を基に、モンスター
ペイシェントにさせずにクレームを解決するための具体的な「会
話術」とその「法的根拠」を解説。

◉クリニック専門の税理士が教える「本当に効果的な節税法」とは？ 〔新刊／2017年5月〕

医師のための節税読本
院長が知っておくべき税務対策のすべて
〈著〉 西岡篤志 ［税理士］

B5判・200頁・2色刷・定価（本体3,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4610-5

◆ 医療法人を設立さえすれば節税になる、というわけではありま
せん。忙しいクリニックでも本当に実行できる効果的な80の方
法を一冊にまとめました。
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◉緩和ケアと音楽療法とのハーモニー 〔新刊／2017年1月〕

あのね、かなちゃんに聞いてほしいことがあるの
─緩和ケアが音楽を奏でるとき
〈著〉 儀賀理暁 ［埼玉医科大学総合医療センター  呼吸器外科准教授・緩和ケア推進室室長］

B6判・200頁・単色（一部カラー）・定価（本体1,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4334-0

◆ 緩和ケアの中で音楽療法が「心の中にもともとある音楽を呼び覚
ますこと、己の中にある答えに自らの力で到達することの支え」
を患者さんにもたらした実例をご紹介します。

◉人体の「しくみ」と「しかけ」をわかりやすく伝授 〔新刊／2016年10月〕

N教授の生理学講義ノート
〈著〉 二宮治明 ［鳥取大学医学部教授］

AB判・234頁・カラー・定価（本体3,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4561-0 

◆ 初めて医学に接する学生のために、著者が工夫を凝らした講義
ノート。人体の機能をイラスト付きで面白やさしく語りかけます。
◆ 枝葉末節を省き、「大事なところだけ」しっかり解説。生理学が
苦手な人も無理なく読み進められます。

◉これ一冊で医療現場の英会話の基本が押さえられます 〔2015年3月〕

医療現場ですぐに使える
パターン英会話集
〈著〉 小川リール好子 ［Center for Allergy and Asthma of Texas院長］

新書判・120頁・2色刷・定価（本体1,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4442-2

◆ 米国で活躍する現役日本人医師が、医療英会話を実用的な例文
にパターン化しました。外来診療における問診・診察から症例
報告まで、数パターンの例文と単語の入れ替えで対応できます。

◉専門家ならではの考察が光る渾身のノンフィクション 〔2016年9月〕

赤い罠
ディオバン臨床研究不正事件
〈著〉 桑島　巖 ［臨床研究適正評価教育機構理事長／東京都健康長寿医療センター顧問］

四六判・248頁・単色（口絵カラー）・定価（本体2,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4447-7

◆ 司法の手に委ねられた前代未聞の研究不正事件─。論文発表 
当初から疑義を抱き、問題点を指摘し続けてきた医師が、真実を
闇に葬り去ろうとするあらゆる勢力に抗して、事件の真相に迫る。

◉「穏やかな最期」を望む患者さんに「平穏死」を叶えるのはあなたです！ 〔2015年11月〕

犯人は私だった！
医療職必読！ 「平穏死」の叶え方
〈著〉 長尾和宏 ［医療法人社団裕和会理事長／長尾クリニック院長］

B6判・200頁・単色・定価（本体1,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4516-0

◆ 「穏やかな最期」の実現のため医療職が行うべきノウハウが具体
的にわかりやすく書かれています。多死社会を迎えた今、人生
の最終段階に寄り添うすべての医療職に捧げる渾身の一冊！

◉103歳の医学・医療論　華麗なるプロフェッショナル人生の集大成！ 〔2014年9月〕

だから医学は面白い
幻（ビジョン）を追い続けた私の軌跡
〈著〉 日野原重明 ［聖路加国際メディカルセンター理事長／聖路加国際病院名誉院長］

B6判・180頁・単色・定価（本体1,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4438-5

◆ 「医学・医療について伝えたいことはすべて書いた」─103歳の
誕生日の記念に医師・看護師に向けて「いま伝えたいこと」を 
語り尽くしました。

◉絶好調！ 爆笑ほろニガ医療漫画

がんばれ！猫山先生
〈作・画〉 茨木　保 ［漫画家／いばらきレディースクリニック院長］

◆ 人気漫画『Dr.コトー診療所』の監修者で、自身医師でもある茨木氏が描いた医療系ゆる
ゆるコミック。著者自身の分身のような主人公と、それを取り巻く奇抜なキャラが繰り
広げる「真実の（？）医療現場」の物語。笑いと涙、ペーソスに満ちた、「日本医事新報」
誌で好評連載中の四コマ漫画。新たに書き下ろしも加わり単行本化。

がんばれ！ 猫山先生① 〔2008年10月〕
B6判・132頁・単色・定価（本体952円＋税）
ISBN 978-4-7849-4093-6

がんばれ！ 猫山先生③ 〔2012年11月〕
B6判・132頁・単色・定価（本体1,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4095-0

がんばれ！ 猫山先生② 〔2010年7月〕
B6判・136頁・単色・定価（本体952円＋税）
ISBN 978-4-7849-4094-3

がんばれ！ 猫山先生④ 〔2015年3月〕
B6判・132頁・単色・定価（本体1,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4096-7
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◉専門医を目指す方々のためのケース・スタディ問題集

New専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ
内分泌疾患　 〔2016年3月〕
〈編〉 肥塚直美 ［東京女子医科大学  理事・名誉教授］

B5判・340頁・口絵カラー・定価（本体6,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-5507-7

◆  1つの症例について、初診から鑑別疾患の絞り込み、確定診断、
治療方針決定までの過程の中でポイントとなるいくつかの局面
についての設問を解き、その解答・解説を読むことで専門医試
験に必要な知識、実践的な臨床能力が身につきます。内分泌疾
患のプロ選りすぐりの全32症例を収載。

呼吸器疾患  　　 〔2015年10月〕

糖尿病  　　 〔2014年3月〕

循環器疾患  　　 〔2013年11月〕 ※改訂中（2017年夏刊行予定）

腎臓疾患  　　 〔2013年3月〕 ※改訂中（2017年夏刊行予定）

血液疾患  　　 〔2012年7月〕

感染症 〔2009年8月〕

肝・胆・膵疾患 〔2009年5月〕

神経疾患 〔2008年5月〕

膠原病・リウマチ 〔2008年3月〕

消化管疾患 〔2007年8月〕

第3版

第3版

第2版

第2版

第2版

第2版

◉シリーズ累計20万部突破!!　高度な内容をやさしく学べる画期的な教科書

カラー図解 人体の正常構造と機能　 〔新刊／2017年1月〕

〈全10巻縮刷版〉 ※電子書籍 無料ダウンロード権付（縮刷版のみ）
〈編〉 坂井建雄 ［順天堂大学教授］・河原克雅 ［北里大学教授］

四六倍判・904頁・カラー・定価（本体18,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-3180-4

◆ 臓器別に編集した全10巻のシリーズを一冊にまとめた縮刷版。
解剖学・生理学の高度な内容をやさしく学べる教科書として評
判を呼び、シリーズ総発行部数は20万部にのぼります。第3版
は、最新の知見に基づいて内容を更新するとともに、さらに読
みやすく、わかりやすい教科書をめざしました。

〈分冊版・臓器別全10巻〉 〔新刊／2017年2月〕

Ⅰ 呼吸器
A4変型判・96頁・定価（本体5,800円＋税）　
ISBN 978-4-7849-3218-4

Ⅱ 循環器
A4変型判・116頁・定価（本体6,000円＋税）　
ISBN 978-4-7849-3219-1

Ⅲ 消化管
A4変型判・96頁・定価（本体5,600円＋税）　
ISBN 978-4-7849-3220-7

Ⅵ 肝・胆・膵
A4変型判・84頁・定価（本体5,600円＋税）　
ISBN 978-4-7849-3221-4

Ⅴ 腎・泌尿器
A4変型判・100頁・定価（本体5,600円＋税）　
ISBN 978-4-7849-3222-1

Ⅵ 生殖器
A4変型判・88頁・定価（本体6,000円＋税）　
ISBN 978-4-7849-3223-8

Ⅶ 血液・免疫・内分泌
A4変型判・112頁・定価（本体6,200円＋税）　
ISBN 978-4-7849-3224-5

Ⅷ 神経系（1） 《中枢神経系の構造・高次神経機能・運動系》

A4変型判・96頁・定価（本体6,200円＋税）　
ISBN 978-4-7849-3225-2

Ⅸ 神経系（2） 《末梢神経系の構造・自律神経機能・感覚系》

A4変型判・104頁・定価（本体6,200円＋税）　
ISBN 978-4-7849-3226-9

Ⅹ 運動器
A4変型判・112頁・定価（本体6,800円＋税）　
ISBN 978-4-7849-3227-6

第3版

◉医学生のためのサブテキスト

Qシリーズ
◆ 基礎医学の要点をＱ＆Ａ形式でコンパクトにま
とめた参考書。

◆ 初学者がイメージしやすいよう、オールカラー
で図解。
◆ 各項目１～２ページの読み切り構成。短時間で
概要を把握できるので、初学者におすすめです。

新解剖学 （フルカラー新装版）  　　 〔2011年3月〕

新組織学 （フルカラー新装版）  　　 〔2016年6月〕

新発生学 （フルカラー新装版）  　　 〔2012年9月〕

新生理学 （フルカラー新装版）  　　 〔2015年9月〕

新薬理学 （フルカラー新装版）  　　 〔2015年6月〕

新病理学 （フルカラー新装版）  　　 〔2012年5月〕

新微生物学 （フルカラー） 〔2016年8月〕

新衛生・公衆衛生学 （新装版）  　　  

 
〔2012年2月〕

第6版

第6版

第4版

第6版

第6版

第5版

第6版
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「臨床力」を磨く実践医学雑誌 偶数月25日発行
B5判　約190頁　フルカラー

定価（本体3,500円＋税）  送料実費
〔前金制年間（6冊）直送料金〕
（本体21,000円＋税）  送料小社負担

第49号  あなたも名医！  〔2017年4月〕

もう悩まない！ 骨粗鬆症診療
あなたの疑問にお答えします
〈編〉 竹内靖博 ［虎の門病院内分泌センター部長］

208頁　ISBN 978-4-7849-6449-9

バックナンバー 
好評発売中！

◀ 詳しくは 
こちらから

◆ 日本の骨粗鬆症人口は1200万人を超えているにもかかわら
ず、早期の診断が不十分で、骨折後においてさえも骨粗鬆症
治療が開始されないという状況が頻発しています。骨折予備軍
の人々が適切な治療なく転倒骨折の危険にさらされながら生活
している状況を変えるために、骨粗鬆症の診断と治療を多くの
実地医家に身近に感じて頂き、なおかつ自ら実践して頂くため
の手引き書をつくりました！ 骨粗鬆症診療最前線の専門医が
現場のあらゆる疑問に答えた、日常診療で必携の一冊です！

第48号  あなたも名医！ Phaseで見極める！ 小児と成人の上気道感染症
ほとんどの上気道感染症で抗菌薬はいらない?! 〔2017年2月〕

第47号  あなたも名医！ プライマリケア現場での女性診療
押さえておきたい33のポイント 〔2016年12月〕

第46号  あなたも名医！ パターンとキーワードで考える腹痛診療
重大疾患を見逃さないアプローチ法はこれだ！ 〔2016年10月〕

第45号  あなたも名医！ 成人吸入薬のすべて
世は吸入薬戦国時代！ 〔2016年8月〕

第44号  あなたも名医！ 外来で診るリウマチ・膠原病Q&A
日常診療をスキルアップ！ 〔2016年6月〕

第43号  あなたも名医！ 夜間外来であわてない！
エビデンスに基づく診療の極意 〔2016年4月〕

第42号  あなたも名医！ 糖尿病性腎症をどう治療する？
外来でここまでやろう！ 〔2016年2月〕

第41号  あなたも名医！ 名医たちの感染症の診かた・考えかた
外来での抗菌薬処方はどうする？ 〔2015年12月〕

第40号  あなたも名医！ 消化管疾患診療のギモン・シツモン・アンコモン
Q&Aで斬る！ 〔2015年10月〕

第39号  あなたも名医！ 在宅「看取り」
最期を支える！ 多死社会に備える！ 〔2015年8月〕

第38号  あなたも名医！ どう診る？！ 診療所で出会う救急患者
ゼッタイに押さえておきたい救急対応のノウハウ 〔2015年6月〕

第37号  あなたも名医！ 不明熱、攻略！
“不明熱”を減らすための考え方をマスターしよう 〔2015年4月〕

第36号  あなたも名医！ どうするの、結核は!!
結核を見逃さないためにどうしても知っておいてほしいこと 〔2015年2月〕

第35号  あなたも名医！ 見逃すと怖い血管炎
日常診療に潜む兆候に気づこう！ 〔2014年12月〕

第34号  あなたも名医！ よく診る皮膚症状20・皮膚疾患60
押さえておきたい最低限の見わけと診療指針 〔2014年10月〕

第33号  あなたも名医！ 患者さんを苦しめる慢性痛にアタック！
慢性の痛みとの上手な付き合い方 〔2014年8月〕

第32号  あなたも名医！ 貧血はこう診る
ここを外さない！ minimum，standard，advanced 〔2014年6月〕

第31号  あなたも名医！ パターンで把握する脂質異常症
押さえておきたい処方のバリエーション 〔2014年4月〕

第30号  あなたも名医！ ゼッタイ答えがみつかる心不全
一人でGo！ チームでGo！ 〔2014年2月〕

第29号  あなたも名医！ 透析まで行かせない！ CKD診療
腎機能を維持するためにできること 〔2013年12月〕

第28号  あなたも名医！ 侮れない肺炎に立ち向かう31の方法
非専門医のための肺炎診療指南書 〔2013年10月〕

第27号  あなたも名医！ 患者さんのむくみ、ちゃんと診ていますか？
背景疾患をしっかり見抜こう 〔2013年8月〕

第26号  あなたも名医！ 「うつ状態」を知る・診る
おや？ もしや？ おかしいな？ と思ったら 〔2013年6月〕

第25号  あなたも名医！ 脳卒中と一過性脳虚血発作を見逃すな！
時間が決め手！ 予防と治療の水際作戦 〔2013年4月〕

第24号  あなたも名医！ Team DiETの糖尿病療養メソッド
血糖コントロールとその向こうにあるもの 〔2013年2月〕

第23号  あなたも名医！ ここを押さえる！ パーキンソン病診療
34のギモンに答える 〔2012年12月〕

第22号  あなたも名医！ 漢方を使いこなそう
日常診療で使えるあんな処方、こんな処方 〔2012年10月〕

第21号  あなたも名医！ 新しい経口抗凝固薬、どう使う？
心房細動を診るジェネラリストのために 〔2012年8月〕

第20号  あなたも名医！ 高血圧、再整理
がっちり押さえたい最新の診療方法 〔2012年6月〕

第18号  あなたも名医！ アレルギー？ 大丈夫、恐れるに足らず
大人も子どももドンと来い！ 〔2012年2月〕

第17号  あなたも名医！ 外来でどう診る？ 甲状腺疾患
迷えるジェネラリストに捧げる診療のヒント 〔2011年12月〕

第16号  あなたも名医！ 危ない蛋白尿・血尿
ジェネラリストが押さえておきたいこと 〔2011年10月〕

第15号  あなたも名医！ あぁ～どうする？！ この不整脈
ずばっと解決しちゃいます！ 〔2011年8月〕

第14号  あなたも名医！ このめまい、コワい？ コワくない？
めまい診療ニガテ医師も求められること 〔2011年6月〕
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書籍注文FAX用紙 ※注文は□に✓をお入れください。　
※商品は定期購読を除きまして原則、宅配便（代引き）にて発送いたします。日本医事新報社「おすすめ図書」掲載書名

P.1 □ 外来診療のUncommon Disease

□ 総合診療流！ Common Diseaseの掘り下げ方
□ Dr.徳田のバイタルサイン講座 □ Dr.徳田のフィジカル診断講座
□ Dr.徳田の診断推論講座
□ 名郷直樹のその場の1分、その日の5分

P.2 □ Dr.山本流ストレスチェック完全攻略！
□ 産業医ガイド □ 「メンタル産業医」入門
□ 心因性愁訴を極める □ こころの診かた

P.3 □ “メンタル漢方”入門 □ プライマリケア漢方
□ 実践ちょいたし漢方 □ 認知症のかんたん診断と治療
□ かかりつけ医が認知症・MCIを診る

P.4 □ コウノメソッドでみる認知症診療 □ コウノメソッドでみる認知症Q&A

□ コウノメソッドでみる認知症処方セレクション
□ コウノメソッド流 臨床認知症学
□ コウノメソッドでみる認知症の歩行障害・パーキンソニズム

P.5 □ やさしイイ呼吸器教室 □ やさしイイ胸部画像教室
□ やさしイイ血ガス・呼吸管理 □ 気管支喘息バイブル
□ かぜ診療マニュアル

P.6 □ インフルエンザ診療ガイド2016–17
□ 長期療養時代のHIV感染症／AIDSマニュアル
□ まるわかりワクチンQ&A □ HAPPY！ こどものみかた
□ 小児食物アレルギーQ&A

P.7 □ 診療所で診る皮膚疾患 □ 診療所で診る子どもの皮膚疾患
□ Dr.田宮＆Dr.村川の心電図ディスカッション
□ 危ない心電図の見分け方 □ 心電図免許皆伝

P.8 □ 循環器疾患 □ 正しいリンパ浮腫の診断・治療
□ 新セミナー生活習慣病 □ セミナー糖尿病アドバイス
□ 「緩やかな糖質制限」ハンドブック

P.9 □ 糖尿病治療薬最新メソッド □ インスリン療法最前線
□ 内分泌臨床検査マニュアル □ 異所性脂肪
□ C型肝炎最前線

P.10 □ IBD診療ケーススタディ □ カール先生の大腸内視鏡挿入術
□ ピロリ除菌治療パーフェクトガイド □ 胃炎をどうする？
□ できるゾ 読めるゾ 腹部エコー

P.11 □ 在宅医療バイブル　　　 　□ プライマリケアで一生使える耳鼻咽喉科診療
□ はじめてのてんかん・けいれん診療 □ これ一冊で小外科、完全攻略
□ シーン別 神経診察

P.12 □ 患者さん中心でいこう ポリファーマシー対策
□ ER必携 救急外来Tips 1121 □ ER症例に学ぶ救急診療の思考プロセス
□ 救命救急・集中治療エキスパートブック R35
□ 麻酔科M&M症例ファイル

P.13 □ 麻酔への知的アプローチ □ ペインクリニック診断・治療ガイド
□ 慢性疼痛の認知行動療法 □ 消化器がん化学療法レジメンブック
□ 癌と臨床栄養

P.14 ◉静がんメソッド
■□ 消化器癌編 ■□ 肺癌編 ■□ 乳癌編 ■□ 婦人科癌編
■□ 血液腫瘍編 ■□ 泌尿器癌編 ■□ 整形外科領域腫瘍編 ■□ 皮膚癌編
□ 静がん感染症治療戦略

P.15 □ マンモグラフィによる乳がん検診の手引き
□ がん研有明病院 乳房一次再建術 □ 造血器腫瘍アトラス
□ 膠原病診療ノート □ 膠原病徹底考察ガイド

P.16 □ 術後眼内炎パーフェクトマネジメント □ 実践 黄斑疾患
□ カラーアトラス 眼底図譜 □ 下肢静脈瘤血管内焼灼術
□ 転倒予防白書2016

P.17 □ 変形性膝関節症の運動療法ガイド □ 薬毒物情報インデックス
□ Dr.のための相続・事業承継ガイドブック □ 保険医のための保険診療講座
□ 診療所レセプトQ&A110

P.18 □ 診療所経営の教科書 □ 病院経営の教科書
□ 医師のための節税読本 □ 事例別医事法Q&A

□ もつれない 患者との会話術

P.19 □ あのね、かなちゃんに聞いてほしいことがあるの
□ 犯人は私だった！ □ 赤い罠
□ だから医学は面白い □ パターン英会話集

P.20 □ がんばれ！猫山先生① □ がんばれ！猫山先生②
□ がんばれ！猫山先生③ □ がんばれ！猫山先生④
□ N教授の生理学講義ノート

P.21 ◉New専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ
■□ 内分泌疾患 ■□ 呼吸器疾患 ■□ 糖尿病
■□ 血液疾患 ■□ 感染症 ■□ 肝・胆・膵疾患
■□ 神経疾患 ■□ 膠原病・リウマチ ■□ 消化管疾患

◉Qシリーズ
■□ 新解剖学 ■□ 新組織学 ■□ 新発生学 ■□ 新生理学
■□ 新薬理学 ■□ 新病理学 ■□ 新微生物学 ■□ 新衛生・公衆衛生学

P.22 ◉カラー図解 人体の正常構造と機能
■□ 全10巻縮刷版

■□ Ⅰ 呼吸器 ■□ Ⅱ 循環器 ■□ Ⅲ 消化管 ■□ Ⅵ 肝・胆・膵
■□ Ⅴ 腎・泌尿器 ■□ Ⅵ 生殖器 ■□ Ⅶ 血液・免疫・内分泌
■□ Ⅷ 神経系（1） 《中枢神経系の構造・高次神経機能・運動系》
■□ Ⅸ 神経系（2） 《末梢神経系の構造・自律神経機能・感覚系》
■□ Ⅹ 運動器

P.23 ◉jmedmook
■□ 49 もう悩まない！ 骨粗鬆症診療 ■□ 48 Phaseで見極める！ 小児と成人の上気道感染症
■□ 47 プライマリケア現場での女性診療 ■□ 46  パターンとキーワードで考える腹痛診療
■□ 45 成人吸入薬のすべて ■□ 44  外来で診るリウマチ・膠原病Q&A

■□ 43 夜間外来であわてない！ ■□ 42 糖尿病性腎症をどう治療する？
■□ 41 名医たちの感染症の診かた・考えかた ■□ 40 消化管疾患診療のギモン・シツモン・アンコモン
■□ 39 在宅「看取り」 ■□ 38  どう診る？！ 診療所で出会う救急患者
■□ 37 不明熱、攻略！ ■□ 36  どうするの、結核は!!

P.24 ◉jmedmook
■□ 35 見逃すと怖い血管炎 ■□ 34  よく診る皮膚症状20・皮膚疾患60
■□ 33 患者さんを苦しめる慢性痛にアタック！ ■□ 32 貧血はこう診る
■□ 31 パターンで把握する脂質異常症 ■□ 30  ゼッタイ答えがみつかる心不全
■□ 29 透析まで行かせない！ CKD診療 ■□ 28 侮れない肺炎に立ち向かう31の方法
■□ 27 患者さんのむくみ、ちゃんと診ていますか？ ■□ 26  「うつ状態」を知る・診る
■□ 25 脳卒中と一過性脳虚血発作を見逃すな！ ■□ 24  Team DiETの糖尿病療養メソッド
■□ 23 ここを押さえる！ パーキンソン病診療 ■□ 22 漢方を使いこなそう
■□ 21 新しい経口抗凝固薬、どう使う？ ■□ 20 高血圧、再整理
■□ 18  アレルギー？ 大丈夫、恐れるに足らず ■□ 17 外来でどう診る？ 甲状腺疾患
■□ 16  危ない蛋白尿・血尿 ■□ 15  あぁ～どうする？！ この不整脈
■□ 14  このめまい、コワい？ コワくない？ ■□ その他（　　　　　　　　　　　）号

◉ 週刊『日本医事新報』　定期購読 □ 3ヵ月　　□ 6ヵ月　　□ 1年

フリガナ
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E-mail：

通信欄

電話でのご注文は TEL 03-3292-1555
FAXでのご注文は FAX 03-3292-1560
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コンテンツ

▶ 現場で使える！手軽に勉強できる！知りたいことがわかる！  
23領域1123疾患の病態から治療法までを解説・網羅した 
「臨床Web辞書」です。
▶ ガイドラインやエビデンスを咀嚼・理解した上で専門家はどん
な手を打っているのか。第一線のドクター1336人の日常診療
を垣間見ることができます。図表1000点余収載。

▶ プレミアム会員（前金制で週刊「日本医事新報」または「Web
医事新報」を定期購読している方）は全文閲覧可。非会員、無料
会員の方も一部ご覧いただけます。


